
幼年・小1.2年生初級の部 冨士田　結月 五日市 二四岡　夢乃 呉焼山 浦谷　迅 三原東町
幼年・小1.2年生上級の部 桑原　凛音 神辺 狩俣　龍之介 三原 狩俣　美香 三原
小3.4年生初級の部 奥野　瑛汰 本郷 松下　遥真 三原東町
小3.4年生上級の部 畑中　潤 長楽寺 西川　凌空 呉焼山 福光　瑛太 可部
小5.6年生初級の部 児玉　伶奈 中山
小5.6年生上級の部 沖野　純大 地蔵通り 高武　野乃 鈴が峰 中尾　凌己 横川

中高生初級の部 西本　伊吹 地蔵通り 青木　すず 海田 三浦　星香 本郷
中学生上級の部 桑原　覇翔 神辺 西本　あかり 地蔵通り 北村　和輝 川口

幼年の部 浦谷　迅 三原東町 狩俣　美香 三原
小学１年生男子の部 下地　耀空 三原 青野　虎乃助 長楽寺 輝岡　結人 中筋
小学２年生男子の部 狩俣　龍之介 三原 下地　颯空 三原 柴田　凌誠 神辺
小学３年生男子の部 藤田　迅 三原東町 浦谷　穣 三原東町 坂井　昌樹 三原
小学４年生男子の部 前谷　陸歩 西条中央 永井　蒼空 三原 広末　新汰 可部
小学５年生男子の部 二四岡　歩 呉焼山 吉村　一希 三原東町 植田　風海 三原
小学６年生男子の部 川崎　圭翔 三原東町 井木　蓮人 高陽 由田　遥士 呉焼山
小学1.2年生女子の部 桑原　凛音 神辺 森本　清和理 ゆめスタジオ 桑田　夢來 長楽寺
小学5.6年生女子の部 北川　にこ 呉焼山 高武　野乃 鈴が峰 三浦　綾星 本郷
中学生男子の部 藤田　堅 三原東町 新元　涼平 可部 土肥　潤哉 神辺
一般男子の部 藤田　航 三原東町 西本　伊吹 地蔵通り 前谷　啓一 西条中央

幼年の部 浦谷　迅 三原東町 桑田　望叶 長楽寺 二四岡　桜都 呉焼山
小学1年生男子の部 青野　虎乃助 長楽寺 宮本　奏海 五日市 下地　耀空 三原

小学2年生男子軽量級の部 小松　怜史 横川 溜　桜介 五日市 豊田　雄飛 ゆめスタジオ

小学2年生男子重量級の部 山本　一翔 長楽寺 槇山　羽空斗 尾道 狩俣　龍之介 三原
小学3年生男子軽量級の部 檀上　想太 川口 松林　太陽 呉焼山 坂井　昌樹 三原
小学3年生男子重量級の部 藤田　迅 三原東町 井上　琥盟 尾道 浦谷　穣 三原東町
小学4年生男子軽量級の部 南　謙心 三原 前谷　陸歩 西条中央 藤田　龍平 地蔵通り
小学4年生男子重量級の部 西川　凌空 呉焼山 福光　瑛太 可部 下地　璃空 三原
小学5年生男子軽量級の部 二四岡　歩 呉焼山 豊田　壮史 ゆめスタジオ 末石　寛太 長楽寺
小学5年生男子重量級の部 日野　朔雅 地蔵通り 平田　陸 中筋 関原　幸大 ゆめスタジオ

小学6年生男子の部 沖野　純大 地蔵通り 影山　結星 川口 中尾　凌己 横川
小学1.2年生女子軽量級の部 二四岡　夢乃 呉焼山 行譜　穂乃果 八本松 森本　清和理 ゆめスタジオ

小学1.2年生女子重量級の部 桑原　凛音 神辺 影山　心音 川口 小松　楓華 呉焼山
小学3.4年生女子の部 畑中　潤 長楽寺 井木　莉音 高陽 関口　千恵璃 地蔵通り

小学5.6年生女子軽量級の部 高武　野乃 鈴が峰 北川　にこ 呉焼山 槇山　愛琉 尾道
小学5.6年生女子重量級の部 井上　聖奈 尾道 金谷　柚宇香 川口
中学1年生男子軽量級の部 桑原　覇翔 神辺 北村　和輝 川口 坂井　優作 三原
中学1年生男子重量級の部 日野　雅一 地蔵通り 荒金　庚士朗 呉焼山 高山　怜大 川口
中学2.3年生男子の部 藤田　堅 三原東町 舛井　伸 廿日市 新元　涼平 可部
中学生女子の部 西本　あかり 地蔵通り 青木　すず 海田
高校1年生男子の部 藤田　航 三原東町
一般男子の部 行譜　光 八本松

幼年の部 浦谷　迅 三原東町
小学１年生男子の部 青野　虎乃助 長楽寺
小学２年生男子の部 山本　一翔 長楽寺
小学３年生男子の部 藤田　迅 三原東町
小学４年生男子の部 南　謙心 三原
小学５年生男子の部 日野　朔雅 地蔵通り
小学６年生男子の部 沖野　純大 地蔵通り
小学１・２年生女子の部 桑原　凛音 神辺
小学３・４年生女子の部 畑中　潤 長楽寺

小学５・６年生女子の部 高武　野乃 鈴が峰

中学1年生男子の部 日野　雅一 地蔵通り

中学2.3年生男子の部 藤田　堅 三原東町

中学生女子の部 西本　あかり 地蔵通り

高校1年生男子の部 藤田　航 三原東町
一般の部 行譜　光 八本松
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